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今月今月今月今月のことばのことばのことばのことば おうちのおうちのおうちのおうちの人人人人とみんなでよんでくださいとみんなでよんでくださいとみんなでよんでくださいとみんなでよんでください。。。。

本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生よりよりよりより

　色とりどりの傘の花が見られる季節となりました。本格的な梅雨入りも近そうです。気持ちまでジメジメしないよ
う、爽やかにあいさつを交わし、元気に稽古に臨みましょう。

　先月末の月例試合から、小学生会員の成長ぶりを感じました。１，２年生は一本取ろうという気持ちが出てき
ましたし、礼法もできてきました。３年生は技にキレが見られました。冬の間努力した者が強くなっています。個
人のリーグ戦が終わっても、「まだ試合やらせてもらえますか？」と、団体戦の時、私のまわりをウロチョロするあ
たりは強い意欲を感じました。４年生はセンスのある者が多く、全体的に試合が上手。センスにたよらずに、努
力を怠らなければさらに強くなるでしょう。５年生はコツコツ型が多い感じです。大きく伸びる時期がそれぞれに
来ます。試合の結果に左右されず、お互いに切磋琢磨してがんばってほしいです。６年生はさすが最上級生
という格が出てきました。１８人の上が抜けてどうかなと見ていましたが、新しいメンバーも加入し、キャプテン・
副キャプテンを中心によくがんばっています。稽古に取り組む姿勢もいいですし、試合も強いです。
　土曜日夕方の修道館、稽古の終盤は小学生は面を取って見取り稽古になっていて、だいたい先生方同士
でやっています。以前はそうでした。最近よく見られるのは、まだその時間でも小学生が面をつけていて、先生
にあるいはお互いに稽古をしている光景です。６年生同士が多いですが、３０日の稽古では３年生の本田君と
真砂智くんとで熱心にやっていました。田上君らが卒業する少し前からその傾向が出てきたように思います。
全体的に稽古量が増えています。小学生同士でやると、変なクセがつくから、強い先生方がいるのだから、あ
えてやらなくていい、やらない方がいいという考えがあるかもしれません。しかし、駒剣の子どもたちを見ている
と、非常に前向きに、課題を持ってお互いに声をかけ合ってやっているようにみられます。もちろん先生方が
空いているのに小学生同士でやるのは順序が違いますのでダメですが、駒剣終了後残って、さらに最後まで
がんばる姿勢を私は評価します。
　こういう現状もあり、私は６月２８日のさいたま市少年剣道大会を大変楽しみにしています。ここのところの同大
会では、団体戦ではあまり芳しい成績を残せていません。同じような力のチームに競り負けている印象がありま
す。Ａ、Ｂチームとも駒剣を代表する精鋭揃いですから、両チームとも上位入賞して当然の力があります。チー
ムワークよく自信を持って試合に臨んで欲しいと思います。
　個人戦も一人一人に期待しています。昨年は、剣道教室終了後一年の松本駿平選手が、破竹の勢いで３位
に入賞し、頭から湯気が出ていたのが記憶に新しいところです。今年はどんなドラマが起きるのでしょうか。誰
が駒剣の歴史を作るのか楽しみです。応援団もしっかり応援をよろしくお願いします。

　今日、明日、明後日と中学校の学校総合体育大会さいたま市予選が行われます。市内のたくさんの学校の
剣道部に駒剣のOB・OGが所属していて、こちらも県大会出場を目指して戦うことになります。昔の仲間も対戦
することになればライバル同士になります。でも、自分の試合が終わった後、駒剣の誰かが勝ち上がったりする
と、一緒になって応援している姿を見かけます。仲間とはいいものだなぁと中学校の大会で毎回感じます。明
日日曜日が男子個人戦、明後日月曜日が女子個人戦になります。お時間があれば、先輩方への応援に行っ
てあげてください。会場は大和田の大宮武道館です。

　５月３１日の第２回青嵐会に、長尾進先生が参加くださり、３時間目一杯御指導をいただけました。長尾先生
は、私が学生の頃埼玉大学に勤務されており、現在お嬢さんが原山中に在籍している縁もあり実現した稽古
でした。長尾先生は、日本で一番難しいといわれている試験である、剣道八段審査に一発で合格したという先
生です。（山崎さん情報）適切な柄の長さや帯刀で親指をかける意味、そして素振りの仕方や手の内の作り方
など大変分かりやすくありがたい御指導でした。面を打った後の抜け方で、一本になるかならないかは決まると
いうこと、分かっていたようで目から鱗の思いでした。一つ一つの技を八段の先生にすべて実演していただくこ
との説得力は、何百回口で説明するより効果的でした。教えていただいたことを駒剣にも伝えていきたいと思
います。剣道の深さ、素晴らしさをあらためて感じた一日でした。

　今月予定されている、全剣連主催の剣道社会体育指導員（初級）講習会に、大本先生と石井先生が参加さ
れます。２泊３日の合宿となり、もちろん費用もかかります。筆記試験や論文が課せられ、ただ参加すればよい
というものではありません。それでも学びたいという思い、素晴らしいです。ぜひ、修了後には学んだことを駒剣
での指導等に活かしていただきたいと思います。お二人に先陣を切っていただきますので、あとに続きましょ
う。
　７月号でたくさんの良い報告ができそうで楽しみです。
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５５５５月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんさんさんさんノートノートノートノートのののの感想感想感想感想よりよりよりより

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

5/2（土）　　菅原先生・本荘先生・木村先生
　　　　・成人会員の山崎さん・須山さんが５段に合格されました。おめでとうございます。
　　　　・菅原先生より、切り返しの足の運び方の指導を細かく受けた際、返事が小さかったのが
　　　　　とても残念でした。
　　　　・ＧＷ５連休の初日でしたが、参加者が多く、いい稽古ができたと思います。

5/7（木）　　古澤先生・近藤先生
　　　　・基本の竹刀の握り方が悪いと体がよじれ、正しい打ちができません。
　　　　・本日は掛かり稽古を意識した稽古でした。

5/9（土）　　菅原先生・木村先生・尾島先生　（修道館にて）
　　　　・暑くなってきました。熱中症に注意しましょうとのお話がありました。水分を取りましょう。
　　　　・気合いと気迫の入った稽古でした。
　　　　・下の学年の子とやるときも気を抜かずに稽古しましょう。

5/14（木）　　石井先生・木村先生
　　　　・人数は少ないけれど活気がありました。面つけの手伝いも素速くできていました。
　　　　・２人組になるときや稽古の間の行動をもう少し早くすると、よりよくなるのではと思いました。

5/16（土）　　菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生
　　　　・昨年１０月に新都心で行われた稽古披露会の感謝状をロータリークラブさんから頂きました。
　　　　　中学１年生の先輩たちが沢山来てくださって、全員で写真撮影をしました。（田上先輩、
　　　　　細谷先輩、千葉先輩、石田先輩、松尾先輩、加藤先輩、小林先輩、田中先輩、神嵜先輩、
　　　　　松浦先輩ありがとうございます。）
　　　　・声も大きく気合いが入った稽古でした。

5/21（木）　　尾島先生
　　　　・準備運動の最後の素振り５０本・・・残心がなかったのでもう５０本やり直し！でした。
　　　　・返事がない・・・「返事がない人は早素振り５０本ね！」と尾島先生。みんなすかさず「ハイッ！」
　　　　・気温が上がってだらけそうになるところ、声を出して、大きな返事をして、次から次への様々な
　　　　　稽古メニューであっという間の２時間でした。充実した稽古内容で本当に有り難いことです。
　　　　・田上先輩、石田陸人先輩がいらしてくださいました。

5/23（土）　　菅原先生・本荘先生・尾島先生　（修道館にて）
　　　　・剣道教室から太田さんが体験で稽古に参加しました。
　　　　・6/28に行われるさいたま市少年剣道大会に出場する選手の発表がありました。
　　　　・松尾先輩がいらしてくださいました。

5/28（木）　　尾島先生
　　　　・明後日30日（土）の月例試合に向けて、緊張感を持って練習しました。
　　　　・小さい剣士が増えた中、上級生がよい見本となってがんばっていました。
　　　　・返事ができなくて早素振り・・・みんな、元気に声を出していきましょう！

5/30（土）　　菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生　（修道館にて）
　　　　・さいたま市少年剣道大会の選手も決まり、気合いの入った稽古、月例試合でした。
　　　　・修道館での月例試合で勝手が違い、お手伝いがバタバタしてしまいました（すみません！）
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渡辺渡辺渡辺渡辺　　　　良平良平良平良平

　新型インフルエンザの猛威（ﾓｳｲ）すごいね！豚インフルエンザか？やっぱりブタさんも風邪ひくんだね！？

さいたま市の中学校では今が修学旅行の時期ですが、ほとんどんの学校で中止！になりました。

さいたま市だけで、約40校で約7,000人が楽しみにしていた修学旅行がなくなりました。

中には、出発する日の朝に中止となった学校もあるそうです。　本当にかわいそうです。

　中止じゃなくて、インフルエンザ騒動が収まったら行かせてあげたいです。

　実は、良平さんは5月に出張が多くて、次の都市に行って来ました。

　佐賀県、福岡県、愛知県、奈良県、そして、関西地区です。

　東京でも、埼玉でも同じですが、どこへ行っても共通なのが「「「「マスクマスクマスクマスクがががが売売売売りりりり切切切切れれれれ」」」」ということです。

　しかし～～おかしい事に、どこへ行ってもニュースで放送されるように街中マスク、マスク、マスクの人だらけ！

かなと思いながら良平さんはマスクを持って行きませんでした、持ってもいないし。

でも～大阪や神戸の方ですらマスクをしている人は確かにたくさんいましたが、ニュースのような感じではありま

せんでした。5月の12日の週と19日の週は電車に乗ってる人はほとんどの人がマスクしてたそうです。

　　　　そしたらそしたらそしたらそしたら、、、、おかしいやんかおかしいやんかおかしいやんかおかしいやんか？？？？

　九州でお客さんと話をした時に「自分の家の前に大きな薬局がありますが、マスクが全て売り切れてしまい

『明日、マスク入荷します！』と張り紙がしてあって、当日の朝早くからマスクを買う人の行列が出来てました。

入荷した段ボール2箱のマスクが、アッ！という間に売り切れたそうです。」　マスク行列のできる、薬局！？

また、別の人は「愛媛県に家族が住んでいるが、全く手に入らないので九州で探して送ってあげました。」

こんな人もいました。

　でも～～どこ行っても売り切れてるのに付けてる人少ない。マスクマスクマスクマスクどこどこどこどこ行行行行ったんやったんやったんやったんや！！！！

こんなにこんなにこんなにこんなに沢山沢山沢山沢山マスクマスクマスクマスクがががが売売売売れたられたられたられたらマスクマスクマスクマスクをををを作作作作ってるってるってるってる会社会社会社会社やややや、、、、薬局薬局薬局薬局はははは大忙大忙大忙大忙しやねしやねしやねしやね！！！！うらやましうらやましうらやましうらやまし～～～～～～～～

マスクマスクマスクマスクどこいったんやどこいったんやどこいったんやどこいったんや～～！！～～！！～～！！～～！！
ところでところでところでところで～～～～マスクマスクマスクマスク？？？？ってどうやってってどうやってってどうやってってどうやって作作作作るかるかるかるか知知知知ってるってるってるってる？？？？

マ
ス
ク

売
り
切
れ

sorry
Oh No!

今日の気分はどのマスク？
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　　　　ところでところでところでところで、、、、マスクマスクマスクマスクってどうやってってどうやってってどうやってってどうやって作作作作ってるかってるかってるかってるか知知知知ってるってるってるってる人人人人？？？？材料材料材料材料はははは何何何何かなかなかなかな？？？？

　マスクの種類はお医者さん用、お医者さん用でも診察の時に使うもの、手術の時に使うもの、普通の人が

使うもの、普通の人用でも四角いもの、顔のカーブに合わせたもの、女の人が使う時に口紅が付き難いもの

花粉症用、風邪ひき予防用、色んなものがあります。良平さんの会社でも、工場で働く人はガスマスクみたいに

大きなものを使っています。

　マスクと一言で言っても、何10種類も用途別に色んなタイプがあります。

　それではマスクを作る材料は何でしょうか？

　昔から綿のガーゼで作られたマスクは良平さんも小さい時に使った事がありますし、今でも見かけます。

しかし、今ではあまり見かけなくなってきました、鼻からあごの下まですっぽりかぶす事が出来るマスクや

見た目は長方形ですが、マスク部分が蛇腹（ｼﾞｬﾊﾞﾗ）になってて広げて装着するタイプもありますね。

このようなマスクは全てプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックで出来ているのです。

　「「「「プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック？？？？でもでもでもでも布布布布でででで出来出来出来出来てるやんかてるやんかてるやんかてるやんか！」！」！」！」と思う人もいると思いますが、普段みんなが着ている

服もプラスチック製の方が多いんです。例えば、ユニクロのフリースはポリエステルと言うプラスチックで

PETボトルをリサイクルしたものです、雨合羽は塩ビ、ジャージもポリエステルやナイロン樹脂です。

　一番大量に衣類に使われているプラスチックはポリエステル樹脂とナイロン樹脂です。

何故？ポリエステルやナイロンかと言うと安く生産できるのと

　　　　　　　　　　　　　　　　細細細細～～～～～～～～くくくく、、、、細細細細～～～～～～～～～～～～～～～～くくくく、、、、細細細細～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～くくくく伸伸伸伸ばすばすばすばす事事事事がががが出来出来出来出来るるるるからです。

　どれくらい細く伸ばせるかと言うと何と太さ0000....5555ミクロンミクロンミクロンミクロンくらいまで伸びる種類もあります。

元に戻って＞＞＞

　マスクを良く見ると細い糸が見えるよね、糸が折り重なるようになっていますが1本の糸は実は

　超～～チョ～～チョ～～～細く、長く伸ばされたプラスチックの糸が数10本撚（ヨ）られた物なんです。

　　　　またまたまたまた、、、、マスクマスクマスクマスクをよをよをよをよ～～～～くくくく、、、、じっくりじっくりじっくりじっくり、、、、目目目目をををを細細細細めてめてめてめて見見見見るとるとるとると、、、、あらあらあらあら不思議不思議不思議不思議？？？？

　細い糸が絡み合って、まるでセーターにできる毛玉を押しつぶしたようなものが見えます。

　綿のマスクは糸を編（ア）んだものがガーゼになっています、普段着ている服でもそうですが糸を編んで
布が出来ていますが、プラスチック製のガーゼは糸を編んでいないのです。

チョッと脱線して＞＞＞＞

ﾐｸﾛﾝﾐｸﾛﾝﾐｸﾛﾝﾐｸﾛﾝ？と言っても難しいと思いますが、長さの単位で1km＝1,000ｍ、１ｍ＝100ｃｍ、1cm=10mm

学校で習った（低学年ではまだかな？）よね、ミクロンと言うのは記号ではμmと書きますが１ｍｍ＝1,000μm

です。　　だから～0.5μmと言うのは0.0005mmになります。

　参考ですが、人間の髪（カミ）の毛の太さは0.05～0.15mmですから、メチャクチャ細いのです。

　マスク1枚が4～5gですが、10,000～13,000ｍ＝10km～13kmくらいの長さのプラスチックの糸が使われて

います。このチョ～チョ～細～い糸はプラスチックを熱してゆ～っくり、ゆ～っくり動いてるのか止まってるのか

分からないくらい切れないよう注意しながら引っ張りながら巻き取っていきます。
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ほんとだ～！！
糸がぐちゃぐちゃにからまってる～！！

10000100001000010000
5555

ｍｍｍｍｍｍｍｍ の世界・・・

マスクってそんなに細い糸でできてたんですね～。良平さんって物知りですね～(^o^)
ゆっくり細～～～く糸を伸ばしてマスクを作ってるところ、見てみたいなあ～。。
みんな、インフルエンザにならないように、まずは手洗い、うがいをしっかりね！！(^^)/
良平さん、ためになるお話をありがとうございましたm(_ _)m

　　　　そんじゃそんじゃそんじゃそんじゃ？？？？どうやってどうやってどうやってどうやってマスクマスクマスクマスク用用用用のののの布布布布ををををプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックでででで作作作作るのるのるのるの？？？？

　それは、みんなも知っているようにプラスチックは熱すると柔らかくなるよね、（一部変化しないものも有り）

マスク用のプラスチックも熱すると柔らかくなります、温度を上げ過ぎると溶けてしまいますが溶ける手前の

温度になったら上下から挟んで圧力をかけて熱で引っ付けるわけです。。
　簡単に説明するとチョ～細い糸を絡ませておいたもの（分かりやすく言えば、毛玉にみたいになったもの）

に高温のアイロンをかけるようにして作ります。この作業を機械でするだけ。（ボンドを使う場合もあります。）

　このように編んでいない布のことを『不織布（ﾌｼｮｸﾌ）』と言います。

　不織布は、チョ～細～～い糸が何十層も重なっているため隙間（スキマ）がメチャメチャ小さくなってます。

だからこの不織布をマスクに使用すれば目に見えない花粉、細菌、ホコリが体内に入ってくるのを防ぐ事が

できるのです。
　また、綿の布は破こうとすれば一方向にビリッと破れますが、不織布は糸が色んな方向から絡み合って

いますのでビリッと破けない非常にじょうぶな布になります。

　

お母さんが台所で使う「水切り用のﾌｨﾙﾀｰ」や「メガネ拭き」も不織布でできています。

　一回虫眼鏡でマスクをよ～く観察してみてチョ！そんで、破れるか試してみてチョ

　　　　でも～、新品新品新品新品ののののマスクマスクマスクマスクをををを破破破破ろうとしたらおろうとしたらおろうとしたらおろうとしたらお母母母母さんにさんにさんにさんに怒怒怒怒られるでられるでられるでられるで～～～～

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザよりもよりもよりもよりも怖怖怖怖いでいでいでいで～～～！～～～！～～～！～～～！
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♥♥♥♥
ケイケツケイケツケイケツケイケツ

経穴経穴経穴経穴（（（（ツボツボツボツボ））））とはとはとはとは    

最近は女性誌や健康雑誌などで 

ツボの効用の特集がよくあり、 

とてもお詳しい方も多く、 

“按摩”新井もたじたじで 

ごまかすこともしばしばです。 

さて、経穴（ツボ）とは 

簡単に言いますと…。 

    

人人人人のののの内外内外内外内外をををを縦横縦横縦横縦横にににに気気気気のののの流流流流れるれるれるれるスジスジスジスジ道道道道    

がががが廻廻廻廻っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

それをそれをそれをそれを「「「「経絡経絡経絡経絡（（（（ケイラクケイラクケイラクケイラク）」）」）」）」といいます。 

そのうち体体体体のののの表面表面表面表面をををを走走走走るるるるスジスジスジスジ道道道道をををを    

「「「「経脈経脈経脈経脈（（（（ケイミャクケイミャクケイミャクケイミャク）」）」）」）」といい、様々な 

内臓や体の働きに関わる 20 通りほどのスジ道があります。 

その経脈上経脈上経脈上経脈上にににに点在点在点在点在するするするする体体体体のののの調子調子調子調子にににに反応反応反応反応したりしたりしたりしたり、、、、刺激刺激刺激刺激するとするとするとすると体調体調体調体調にににに反映反映反映反映したりするしたりするしたりするしたりする

点点点点がががが「「「「経穴経穴経穴経穴（（（（ツボツボツボツボ）」）」）」）」です。 

 例えますと、 

高速道路網高速道路網高速道路網高速道路網をををを「「「「経脈経脈経脈経脈」」」」とすると、ICICICIC（（（（インタチェンジインタチェンジインタチェンジインタチェンジ））））・・・・SA(SA(SA(SA(サービスエリアサービスエリアサービスエリアサービスエリア))))・・・・

PAPAPAPA（（（（パーキングエリアパーキングエリアパーキングエリアパーキングエリア））））・・・・JCTJCTJCTJCT（（（（ジャンクションジャンクションジャンクションジャンクション））））がががが「「「「ツボツボツボツボ」」」」にあたります。IC・

SA・PA・JCT がそれぞれ機能が異なるように、ツボにもそれぞれの意味や性質

があるとされています。大昔の書物には、ツボの名が 354 で、ツボの総数 657

（左右同一名で２つあるツボもありますので…）となっていますが、その後な

んだかどんどんその数は増えているようです。 

 

““““
あんまあんまあんまあんま

按摩按摩按摩按摩””””新井新井新井新井のののの経穴経穴経穴経穴（（（（ツボツボツボツボ））））考考考考 

大西さんよりバトンタッチ。どうしよう（・＿・；）… 

 

『☆やん武芸帳』バックナンバーを楽しく感動して拝見していますと、 

私、“按摩”新井が少しなじみのある経穴（ツボ）の名前がいくつかでてきま

す。そこで少しそのツボについて書きます。（剣道において使われる意味合い

や位置とは違うかもしれませんが、☆野先生お許し下さい。） 

今月の走者は新井駿太くんのお父さん、孝哉さんです。いつもニコニコ優しそうな新井パパさんは
実はマッサージや針治療の先生です。大きな手でマッサージしてもらったら気持ちよさそう～♪
それでは、新井パパさん、よろしくお願いいたしま～す！！

おトクな
ツボのお話
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点としてのツボととらえると、 

おへそのした３寸のところの 

関元関元関元関元（（（（カンゲンカンゲンカンゲンカンゲン））））というというというというツボツボツボツボ 

のののの別名別名別名別名といいえます。 

おしりからあごまでおしりからあごまでおしりからあごまでおしりからあごまで体体体体のののの正中線正中線正中線正中線をををを走走走走るるるる、、、、 

任脈任脈任脈任脈（（（（ニンミャクニンミャクニンミャクニンミャク））））というというというという流流流流れのれのれのれのスジスジスジスジに属します。 

小腸の気の集まるところです。 

もう少し広い意味では、気の集まる３つの丹田、 

眉間を上丹田、心（胸）を中丹田、そして臍下 

（せいか）を下丹田とし下丹田は関元とその１寸上の 

石門（セキモン）、そのまた５分上の気海（キカイ） 

という３つのツボ周囲とし、元気元気元気元気（（（（生生生生まれまれまれまれ持持持持ったったったった気気気気）））） 

のののの貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵するところするところするところするところ、、、、男女男女男女男女のののの生気生気生気生気のののの元元元元といわれておりといわれておりといわれておりといわれており、、、、 

ここにここにここにここに力力力力があるとがあるとがあるとがあると気力気力気力気力がががが充実充実充実充実ということですということですということですということです（私、ぷにょぷにょ（泣））。 

ちなみに英語表記では関元は RM４、石門が RM５、気海が RM６です。 

「 ヘ イ ！  RM ４ に エ ナ ジ ー を フ ル に OK! 」 っ て 感 じ か な ？

 

東名高速東名高速東名高速東名高速      浜名湖浜名湖浜名湖浜名湖 SASASASA 

（最古の高速道路は東京から名古屋）   （風光明媚でお土産売上№１） 

          

あしようめいいけいあしようめいいけいあしようめいいけいあしようめいいけい

足陽明胃経足陽明胃経足陽明胃経足陽明胃経      
あしさんりあしさんりあしさんりあしさんり

足三里足三里足三里足三里 

（流れのスジは顔から足の指先まで） （みんなが知っているツボの代

表選手。お腹の具合を整える） 

経穴（ツボ）の考え方はもちろん昔々の中国から伝わったので、ツボには全て

漢字の名前がついています。難しい字で変換できない字もたくさん。 

ところが、ツボは欧米でもポピュラーになっています。すると英語表記もある

わけで、前出の足三里足三里足三里足三里はははは胃経胃経胃経胃経（（（（Stomach MeridianStomach MeridianStomach MeridianStomach Meridian））））に属する 36 番目のツボとい

うことで、S36 というツボ名になります。なんだかちょっと味気ない。『☆やん

武芸帳』の武道とスポーツの違いみたいだな。 

さて、『☆やん武芸帳』（其の 18、26、36）より。何回も出てきました。 

♥♥♥♥丹田丹田丹田丹田（（（（タンデンタンデンタンデンタンデン）））） 

ヘイ！　ＲＭ４にエナジーフルでいくぜ！

・・・・・

8



 

 

『☆やん武芸帳』（其の 20）より 

♥♥♥♥ 湧泉湧泉湧泉湧泉（（（（ユウセンユウセンユウセンユウセン））））…………
あししょういんじんけい

足少陰腎経 というスジの最初のツボです。 

文字通り泉のように気気気気のののの湧湧湧湧きききき出出出出すところというすところというすところというすところというツボツボツボツボです。足の 2番 3番目の指

の間を下がったくぼみにあります。突発的突発的突発的突発的ななななギックリギックリギックリギックリ腰腰腰腰やややや、、、、ひきつけなどのひきつけなどのひきつけなどのひきつけなどの時時時時

にこのにこのにこのにこのツボツボツボツボをををを刺激刺激刺激刺激するとよいといわれていますするとよいといわれていますするとよいといわれていますするとよいといわれています。。。。もし、針をこのツボに刺すと

あまりの痛さに腰の痛みを忘れてしまうという笑い話もあります。 

 

それから、最近流行りの足ツボ療法で足の裏にはツボがいっぱいとうたってお

ります。それは足の裏に内臓や体の部分の状態が反映される区域がありますと

いう考えで、経穴（ツボ）とは別のものですね。新しく名のついたツボはいく

つかありますが、古来よりの経穴（ツボ）は足の裏には湧泉ただ一つというこ

とになります。 

『☆やん武芸帳』（其の 38）より 

♥♥♥♥ おへそおへそおへそおへそ 

臍（さい）＝おへそは神闕（シンケツ）というツボです。やはり正中線の任脈と

いうスジ上のツボでもちろんおへその位置です。まか不思議だが重要なところと

いう意味だそうです。昔からおへその上に、塩を盛り、その上にもぐさをのせて

お灸をするとお腹が温まり、下痢止めになるとされています。おへそのおへそのおへそのおへその上上上上につけにつけにつけにつけ

るるるるカイロカイロカイロカイロなどもなどもなどもなども売売売売ってますねってますねってますねってますね。。。。温温温温めてめてめてめて気分気分気分気分がよいがよいがよいがよい時時時時はははは体体体体によいかもによいかもによいかもによいかも…………ですねですねですねですね。。。。 

あとは初心者教本の日本剣道形の解説に、やぁ〜と突くところ、みぞおち 

♥♥♥♥ 鳩尾鳩尾鳩尾鳩尾（（（（きゅうびきゅうびきゅうびきゅうび））））とありますとありますとありますとあります。。。。 

これもツボです。あと、古い武道書や教本を読めば、きっといろいろ出てき

そう。『☆やん武芸帳』とともに読めたらチェックしておきたいと思います。 
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へえ～！！頭が良くなる・・・じゃない、勉強が好きになるツボかあ～♪
指で押したり、鉛筆でツンツン・・・ってつまり刺激するってことですよね？

ということは・・・・      もしかして、剣道でメ～ンッ！って思いっきり打たれれば打たれるほど
刺激たっぷりでもう勉強大好き～♪になる・・・カモカモ？？？？

新井パパさん、面白いツボのお話ありがとうございました～♪

というわけで、須山須山須山須山ささささ～～～～んんんん！！！！
おおおお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますがバトンバトンバトンバトン渡渡渡渡りましたりましたりましたりました～～～～((((^^^^^^^^)/)/)/)/
よろしくお願いいたしま～す！！m(_ _)m

そして最後に駒剣士達にそっと教えます。 

♥♥♥♥ 勉強勉強勉強勉強がががが好好好好きになるきになるきになるきになるツボツボツボツボ！？！？！？！？ 

ひゃくえひゃくえひゃくえひゃくえ

百会百会百会百会（頭のてっぺん…耳の一番上と正中線を結んだ所） 

あもんあもんあもんあもん

〓〓〓〓門門門門（後ろの髪の生え際真ん中から上へすり上げるとくぼんでとまる所） 

かんこつかんこつかんこつかんこつ

完骨完骨完骨完骨（耳たぶの後ろの骨のでっぱりのちょっと後ろ） 

指指指指でででで押押押押してみようしてみようしてみようしてみよう。。。。鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆でででで軽軽軽軽くくくくツンツンツンツンツンツンツンツンもいいかももいいかももいいかももいいかも。。。。 

※なお、効き目がなくても、苦情は受け付けませ〜ん（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来月は、須山さんにバトンタッチいたしました。 

よろしくお願いいたしま〜す。 

症亜

ヒミツのツボ
のお話

※なお、効き目がなくても、苦情は受け付けませ〜ん（笑） 
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　　　　おおおお　　　　知知知知　　　　らららら　　　　せせせせ

６６６６月月月月のののの予定予定予定予定

　４日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　６日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室５５５５回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　　　　　　　稽古は通常どおり　3:00～5:00
１１日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室６６６６回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　　　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
１８日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土）　　）　　）　　）　　剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室７７７７回目回目回目回目　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
２５日（木）　　通常どおり　　5:00～7:00
２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土））））　　剣道教室最終日剣道教室最終日剣道教室最終日剣道教室最終日　　　　1111::::00000000～～～～3333::::00000000　お疲れ様でした～　稽古は通常どおり　　3:00～5:00
２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　さいたまさいたまさいたまさいたま市浦和少年剣道大会市浦和少年剣道大会市浦和少年剣道大会市浦和少年剣道大会（（（（大宮武道館大宮武道館大宮武道館大宮武道館）　）　）　）　８８８８：：：：１５１５１５１５現地集合現地集合現地集合現地集合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおおお手紙手紙手紙手紙がががが出出出出ていますのでていますのでていますのでていますので確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

７７７７月月月月のののの予定予定予定予定

　２日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
　４日（土）　　通常どおり　3:00～5:00
　９日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１１日（土）　  通常どおり　3:00～5:00
１６日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
１８日（土）　  通常どおり　3:00～5:00　　３：１５～夏合宿説明会（２F会議室にて）
１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　塚越剣友会塚越剣友会塚越剣友会塚越剣友会とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会　　　　　　　　９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００　（　（　（　（駒場体育館駒場体育館駒場体育館駒場体育館メインアリーナメインアリーナメインアリーナメインアリーナにてにてにてにて））））
２３日（木）　　通常どおり　5:00～7:00
２５日（土）　  通常どおり　3:00～5:00
３０日（木）　　通常どおり　5:00～7:00

出場予定選手　小学生個人戦　 ３年　真砂智君、本田青一郞君、新井君、北嶋君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　４年　清水君、本荘君、松本君、森君
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　５年　佐々木君、中牟田さん、野口君、渡辺君
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　６年　有田楽君、木村君、高橋君、山崎君
　　　　　　　　　　小学生団体戦　駒剣Ａ　松本君、本荘君、高橋君、山崎君、木村君、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  駒剣Ｂ　森君、清水君、小林君、真砂裕君、有田楽君
　　　　　　　　　　成人団体戦　　 駒剣Ａ　　渡辺良平さん、近藤英隆さん、中牟田さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  駒剣Ｂ　　山崎さん、清水さん、稲森さん
審判員お手伝い　　　　山田さん、山崎さん、渡辺良平さん、中牟田さん
本部お手伝い　　 　　　星野さん
前日準備、当日お手伝いも何名かの方にお願いする予定です。よろしくお願いいたします。

新入会員新入会員新入会員新入会員のののの紹介紹介紹介紹介

太田太田太田太田　　　　智子智子智子智子（（（（おおたおおたおおたおおた　　　　さとこさとこさとこさとこ））））さんさんさんさん

早くも今年度の剣道教室から入会です！

連絡網は　吉田高壮くんの後ろになります。各自追記をよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　使使使使わなくなったわなくなったわなくなったわなくなった剣道着剣道着剣道着剣道着やはかまやはかまやはかまやはかま、、、、竹刀竹刀竹刀竹刀、、、、防具防具防具防具はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか？？？？

　　剣道教室を終えたお友達が、たくさん入会する時期です。
　　もしよろしければ、後輩のために不要になった剣道具等のご寄付をよろしくお願い致しますm(_ _)m
　　随時受付中ですので、道場にお持ちいただき、役員さんまでお声をかけてください。

　　　ご協力よろしくお願い致しますm(_ _)m

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのおのおのおのお願願願願いいいい

m(_ _)m　残念ながら星やん武芸帳はお休みです。。。m(_ _)m
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